
平成２８年度事業報告 
１．会議事業 

（１）評議員会 

【日 時】６月２５日（土）午前１０時３０分～午前１１時３０分 

【場 所】宇土市民会館「大会議室」 

【出席者】３７人 

【議 題】・第１号議案 役員の交代について 

・第２号議案 平成２７度事業報告について 

・第３号議案 平成２７年度決算について 

・第４号議案 平成２８年度事業計画及び予算について 

・第５号議案 平成２８年熊本地震に係る支援金について 

・第６号議案 九州ブロッククラブネットワークアクションinくまも 

       とプロジェクトスタッフの推薦について 

（２）理事会 

①第１回 

【日 時】６月８日（水）午後６時～午後８時 

【場 所】県民総合運動公園陸上競技場内２階会議室 

【出席者】１４人 

【議 題】・平成２８・２９年度役員について 

ア 理事の交代 

イ 理事長の互選 

ウ 常任委員会委員の選出 

・平成２７度事業報告について 

・平成２７年度決算について 

・平成２８年度事業計画及び予算について 

  ア 第７回県内クラブ交流大会の開催について 

  イ 平成２８年度研修会の開催について 

・平成２８年熊本地震に係る支援金について 

・九州ブロッククラブネットワークアクションinくまもとプロジェクト 

スタッフの推薦について 

・くまもと・高齢者や障害者にやさしいまちづくり推進協議会委員の推 

薦について 

②第２回 

【日 時】８月３日（水）午後６時～午後７時２０分 

【場 所】県民総合運動公園陸上競技場内１階会議室１１３ 

【出席者】１３人 

【議 題】・本協議会への新規加入クラブについて 

・平成２８年度研修会の開催について 

・平成２８年度クラブ交流事業の開催について 

・総合型地域スポーツクラブ登録制度と同制度の「基本的な考え方(案)」 

  に係る意見聴取について 

③第３回 

【日 時】１１月４日（金)午後５時～午後６時３０分 

【場 所】県民総合運動公園陸上競技場内１階会議室１１３ 

【出席者】１５人 

【議 題】・平成２９・３０年度総合型地域スポーツクラブ全国協議会（ＳＣ全 



     国ネットワーク）代表委員の選任について 

・平成２８年度クラブ交流事業の開催について 

・熊本地震に係る復興事業について 

・平成２８年度「くまもと元気アップアソシエイツ」コンソーシアムの 

参加について 

④第４回 

【日 時】２月２４日（金）午後６時～午後７時１０分 

【場 所】県民交流館パレア１０階「会議室６」 

【出席者】１４人 

【議 題】・平成２９年度ヒューマンエラー防止研修会の開催について 

・熊本地震に係る復興事業について 

・県内クラブ交流大会について 

①県内クラブ交流大会開催基準要項について 

     ②第７回県内クラブ交流大会について 

・平成２９年度事業計画（案）について 

・平成２９年度予算（案）について 

（３）常任委員会 

①第１回 

【日 時】７月２１日（木）午後６時～午後８時 

【場 所】県民総合運動公園陸上競技場 

【出席者】７人 

【議 題】・平成２８年度研修会の開催について 

・平成２８年度クラブ交流事業の開催について 

・総合型地域スポーツクラブ登録制度と同制度の「基本的な考え方（案） 

」に係る意見聴取について 

・「持続可能な総合型クラブの推進に向けた指針と評価指標」を用いた 

自己点検・評価の実施とその集計について 

②第２回 

【日 時】９月２７日(火)午後６時～午後８時 

【場 所】県民総合運動公園陸上競技場 

【出席者】６人 

【議 題】・平成２８年度クラブ交流事業の開催について 

・九州ブロッククラブネットワークアクションinくまもとプロジェクト 

スタッフについて 

・熊本地震に係る復興事業について 

・平成２９・３０年度総合型地域スポーツクラブ全国協議会（ＳＣ全国 

ネットワーク）代表委員の選任について 

③第３回 

【日 時】１２月９日(金)午後６時～午後８時 

【場 所】県民総合運動公園陸上競技場 

【出席者】５人 

【議 題】・平成２９年度ヒューマンエラー防止研修会の開催について 

・熊本地震に係る復興事業について 

・第７回県内クラブ交流大会について 

・平成２９年度事業計画（案）及び予算（案）について 

 



２．今こそ絆！復興事業 

(１)vol.1「熊本県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会研修会」 

【日 時】１０月８日（土）午後１時から午後５時 

【場 所】菊陽町光の森町民センター（キャロッピア）会議室 

【参加者】６０人(２７クラブ、１準備団体、その他１団体) 

【内 容】クラブから地域を盛り上げよう!!熊本地震からの復旧・復興にむけて 

・研修 

「緊急事態！あなたならどうする？熊本地震、運命のクロスロード」 

         ながすクロスロード研究会 徳永伸介 氏 

・講演 

「復興は生活ではなく、心」 

NPO法人総合型りくぜんたかた アシスタントマネジャー 戸羽理智 氏 

(２)vol.2「県内クラブ交流事業」 

【日 時】１１月１９日（土）午前１０時から午後８時 

【場 所】四季の里旭志 

【参加者】８９人（３２クラブ） 

【内 容】・ペットボトルでピザ作り体験 

・エコノミークラス症候群予防体操研修 

・ノルディックウォーキング体験 

・レクリエーションプログラム(リラックスヨガ・玉入れタイムレース) 

・バーベキュー(語ろう会) 

３．ブロック別事業 

（１）北ブロック 

   ①第１回連絡調整会議 

   【日 時】７月１５日（金）午後７時３０分～午後９時 

   【場 所】光の森町民センター「キャロッピア」会議室 

   【参加者】１３人 

   【内 容】・平成２８年度県内クラブ交流会について 

        ・平成２８年度研修会について 

        ・平成２８年度北ブロック交流会について 

        ・各クラブの進捗状況 

        ・その他 

   ②交流会 

   【日 時】１０月２日（日）午前１０時～午後０時３０分 

   【場 所】和水町スカイドーム２０００ 

   【参加者】６８人 

   【内 容】・八つの神様巡り 

        ・情報交換会 

        ・お楽しみ会 

  ③第２回連絡調整会議 

   【日 時】２月１７日（金）午後７時３０分～午後９時 

   【場 所】光の森町民センター「キャロッピア」会議室 

   【参加者】１６人 

【内 容】・平成２９年度県クラブ事業について 

     ①研修会②交流会③ヒューマンエラー防止研修会④その他 

     ・平成２９年度北ブロック交流会について 



     ・玉入れタイムレースの用具運用について 

     ・各クラブの進捗状況について 

     ・その他 

   ④第３回連絡調整会議 

   【日 時】３月２４日（金）午後７時～午後９時３０分 

   【場 所】せんだいとなり 

【参加者】１６人 

【内 容】・平成２８年度第４回理事会議事内容報告 

     ・平成２９年度北ブロック交流会について 

     ・玉入れタイムレース用具運用について 

     ・第１１回全国スポーツクラブ会議について 

     ・情報交換 

  （２）中央ブロック 

   ①第１回連絡調整会議 

   【日 時】５月２７日（金）午後６時３０分～午後８時 

   【場 所】熊本市役所駐輪場８階会議室 

【参加者】２１人 

【内 容】・第７回県内クラブ交流大会開催場所の状況説明 

      ②第２回連絡調整会議 

   【日 時】９月９日（金）午後７時３０分～午後８時 

【場 所】熊本市役所駐輪場８階会議室 

【参加者】２１クラブ 

【内 容】・県内クラブ交流事業の開催について  

     ・中央ブロックスタッフ交流会について 

   ③交流会 

【日 時】１２月３日（土）午後１時～午後５時３０分 

【場 所】植木ライフガーデン北熊本 

【参加者】４８人 

【内 容】・グラウンドゴルフ交流会 

     ・情報交換 

④第３回連絡調整会議 

【日 時】１２月１９日（月）午後６時３０分～午後８時 

【場 所】熊本市役所駐輪場８階会議室 

   【参加者】２１クラブ 

   【内 容】・各ブロックに渡された玉入れ用具の保管および利用 

        ・県内クラブ交流事業について報告 

        ・第７回県内クラブ交流会の内容および要項作り 

        ・復興支援金の状況および使い方 

        ・ヒューマンエラー（事故や損害の原因となる人為ミス）防止研修会 

        ・第７回県内クラブ交流大会計画書（案）について 

  （３）南ブロック 

  ①第１回連絡調整会議 

  【日 時】７月１６日（土）午後２時～午後４時 

  【場 所】宇土市民会館展示室 

  【参加者】１９人 

  【内 容】・平成２７年度事業報告・決算報告について 



      ・役員交代について 

      ・平成２８年度事業計画(案)予算(案)について 

      ・南ブロック交流会について 

      ・加入クラブ現状報告 

   ②交流会 

   【日 時】１０月２２日（土）午後１時～午後８時 

   【場 所】グリーンパル甲佐・南風窯 

   【参加者】２４人 

【内 容】・グラウンドゴルフ 

     ・陶芸体験 

     ・情報交換会 

③第２回連絡調整会議 

【日 時】１２月４日（日）午後２時～午後４時 

【場 所】宇土市民体育館小会議室 

【参加者】１４人 

【内 容】・平成２８年度南ブロック交流会反省について 

     ・県内クラブ研修会について 

     ・加入クラブ現状報告 

   ④第３回連絡調整会議 

 【日 時】３月２０日（月）午後２時～午後４時 

【場 所】宇土市民体育館小会議室 

【参加者】１９人 

【内 容】・県内クラブ研修会について 

     ・平成２９年度南ブロック交流会について 

     ・加入クラブ現状報告 

 

４.九州ブロッククラブネットワークアクションinくまもとプロジェクト 

（１）スタッフミーティング 

   ①第１回 

   【日 時】平成２８年１０月２４日（月）午後２時～午後４時 

   【場 所】県民総合運動公園陸上競技場内２階会議室 

   【参加者】６人 

   【内 容】・九州ﾌﾞﾛｯｸｸﾗﾌﾞﾈｯﾄﾜｰｸｱｸｼｮﾝの概要について 

・九州ﾌﾞﾛｯｸｸﾗﾌﾞﾈｯﾄﾜｰｸｱｸｼｮﾝinくまもとﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄについて  

        ・平成３０年度本県開催に向けたスケジュール（案）について 

        ・プロジェクトチームの編成について 

        ・予算等財源について 

        ・過年度の実施状況について 

・九州ﾌﾞﾛｯｸｸﾗﾌﾞﾈｯﾄﾜｰｸｱｸｼｮﾝ2016in鹿児島への参加について 

・意見交換 

   ②第２回 

   【日 時】平成２８年１２月９日（金）午後３時３０分～午後５時３０分 

   【場 所】県民総合運動公園陸上競技場内２階会議室 

   【参加者】５人 

   【内 容】・九州ﾌﾞﾛｯｸｸﾗﾌﾞﾈｯﾄﾜｰｸｱｸｼｮﾝinくまもとの開催について 

 



 (２) 九州ブロッククラブネットワークアクション2016参加 

【日 時】１１月１２日(土)～１３日（日) 

【場 所】鹿児島県青少年会館 

 【出席者】ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｽﾀｯﾌ代表 NPO法人スポレク・エイト 林田久美子 

 

５．その他 

（１）SC全国ネットワーク関連 

  ①九州ブロッククラブネットワークアクション2016実行委員会 

【日 時】７月８日(金)午後２時～午後５時 

【場 所】鹿児島県体協会館２階会議室 

  【出席者】山本光夫、永田好文、太田黒尚子 

  【内 容】・九州ﾌﾞﾛｯｸｸﾗﾌﾞﾈｯﾄﾜｰｸｱｸｼｮﾝ2016に係る打ち合わせ会議 

②九州ブロッククラブネットワークアクション2016 

【日 時】１１月１２日(土)～１３日（日） 

【場 所】鹿児島県青少年会館 

  【出席者】山本光夫、永田好文、太田黒尚子 

  【内 容】・講演 

   テーマ「地域スポーツクラブへの障がい者スポーツの導入について」 

  ・パネルディスカッション 

 テーマ「Myクラブ◯◯◯で悩んでます！」 

・講演 

 テーマ「災害時においてのクラブの役割、可能性」 

・グループワークセッション 

・全体共有、まとめ 

  ③SC全国ネットワーク総会 

  【日 時】３月１日（水） 

  【場 所】国立オリンピック記念青少年総合センター 

  【出席者】丸目龍喜、太田黒尚子 

【内 容】・平成２９年度日本体育協会 総合型地域スポーツクラブ育成計画（案） 

について 

・SC全国ネットワークの取り組みについて（平成２８年度報告及び平成 

２９年度計画） 

・平成２９・３０年度代表委員およびブロック代表常任幹事について 

・総合型地域スポーツクラブ登録制度の検討状況について 

・その他 

（２）全国スポーツクラブ会議 

  ①第10回全国スポーツクラブ会議 

  【日 時】５月２０日（金）～２２日（日） 

  【場 所】いしかわ総合スポーツセンター 

  【出席者】太田黒尚子 

【内 容】・地域課題解決「そもそもの話」 

・「マネージャーの成長記録」 

  ・「スポーツ×課題解決の事例紹介」 

・「金沢発!!イノベーションを生み出す発想力!!金沢21世紀美術館」 

     ・「プログラムを体験！！蹴-１グランプリ！！」 

     ・「ちょいトレで子育て支援～介護予防まで！！」 



     ・「スペシャル体験ブース」 

     （対談１）いままで来た道、そして、これから進む道。 

     （対談２）地域における障がい者スポーツの広がり方、拡げ方」 

     ・「ゴミ拾いをスポーツに！！地域活性化の仕掛け方」 

・クラブ熟議 

     ・「最初の一歩を考える」 

  ・マイクラブ宣言、マイアクション宣言 

・かなざわ・いしかわ宣言2016 


